芸術・スポーツ
バウムガルテンの美学 図像と認識の修辞学
井奥陽子
（いおく・ようこ）
著
慶應義塾大学出版会

美学はどのように誕生し、何を目指したのか。バウムガルテンの美学が伝統的修
辞学と強固に結びついていたことの内実と意義を問い、未完の主著「美学」のうちに、
現代にも通じる芸術論の可能性を見出し再評価する。

芸術、美術
同時アクセス1 17,930円 + 税
同時アクセス3 26,950円 + 税
分類◎701.1 件名◎美学 イバ 242,83p
冊子版 978-4-7664-2655-7 2020.02

*1031670377*
芸術とその対象

芸術、美術

リチャード・ウォルハイム著
慶應義塾大学出版会

松尾大
（まつお・ひろし）
訳

何が芸術作品を定義し、何が作品に対する反応を決定するのか。芸術作品を哲
学的に考察し、文化や社会においてそれらがどのような役割を果たしているか明ら
かにする。美学の基本問題について現在の定説を基礎づけた古典的名著。

同時アクセス1 12,980円 + 税
同時アクセス3 19,470円 + 税
分類◎ 件名◎美学 ウゲ 270,31p
冊子版 978-4-7664-2684-7 2020.06

*1031983489*
障がい者アート 「展覧会」と「制作活動」の在り方

芸術、美術

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎702.07 件名◎アウトサイダー・アー
障がい者アートは、現状のままでよいのか ? 個性に満ちあふれる障がい者主体の制 ト ナシ 202p
作活動や展覧会の在り方を具体的に論じるとともに、豊かな制作活動を展開するた 冊子版 978-4-86692-039-9 2019.08
成田孝
（なりた・たかし）
著
大学教育出版

めに留意すべき点も明らかにする。

*1031272489*
ヴァイマル 文化の芸術と教育 バウハウス・シンボル 生成・陶冶

芸術、美術

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎702.34 件名◎芸術－ドイツ マヴ
近代的価値が崩壊し、多様な文化が花開いたヴァイマル共和国時代。バウハウ ■■■バ 352,55p
ス等の実践を思想史の手法で辿り、ヴァイマル文化の芸術教育の基礎を「モデル 冊子版 978-4-7664-2661-8 2020.02
眞壁宏幹
（まかべ・ひろもと）
著
慶應義塾大学出版会

ネの美的陶冶理論」として提示。人間形成における美の可能性を問い直す。

*1031670378*
パリ・1920年代 ―シュルレアリスムからアール・デコまで―
（丸善ライブラリー）
渡辺 淳
丸善出版

一九二〇年代のパリを舞台に、二〇世紀文化の原点ともいうべきそれらの文芸と、
それを創る人々が織りなす華やかなドラマの現場へと案内する。

〈見える〉
を問い直す

芸術、美術
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05231-0

1997

*1032352843*
芸術、美術

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎704 件名◎美術 ■ミ 288p
「見える」という経験を確信させるのは何か。その明証性はいったいどこから生じる 冊子版 978-4-7791-2432-7 2017.12
柿田秀樹
（かきた・ひでき）
編
彩流社

若森栄樹
（わかもり・よしき）
編

のか…。「視覚」のあり方を批判的に検討する。2015年12月開催のインターナショ
ナル・フォーラムを元に書籍化。

*1031210644*
政治的イコノグラフィーについて

芸術、美術

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎704 件名◎図像学 ギセ 247,8p
神聖さを利用する世俗画、戦争ポスター、ピカソの「ゲルニカ」 …。イメージに 冊子版 978-4-622-08815-8 2019.06

カルロ・ギンズブルグ著
みすず書房

上村忠男
（うえむら・ただお）
訳

は権力を発揮する仕掛けが隠されている。政治的イコノグラフィー、すなわち図像
の発揮する政治的効果をめぐる5本の論考を収録する。

*1031137137*
1

シェアする美術 森美術館の SNS マーケティング戦略
洞田貫晋一朗
（どうだぬき・しんいちろう）
著
翔泳社

美術館も「観る」と「撮る」 時代に。「#empty」の舞台裏、日本の美術館で最
大規模のフォロワー数を獲得したやり方など、森美術館がこれまで取り組んできた展
覧会におけるさまざまなSNS の取り組みを紹介する。

芸術、美術
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎706.9 件名◎森美術館 ドシ 191p
冊子版 978-4-7981-6000-9 2019.06
DL不可 EPUB

*1031579530*
バウハウスってなあに?

芸術、美術

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎707.7 件名◎バウハウス ケバ
バウハウス工房って何 ? バウハウスって居心地はいいの ? 建築家の父が子どもた 59p
ちとドイツ・デッサウのバウハウスを見て回り、50の疑問にやさしく答える。用語・ 冊子版 978-4-560-09674-1 2019.10
インゴルフ・ケルン文 クリスティーネ・レッシュ絵
白水社

人名解説、バウハウス年譜も収録した、バウハウス入門。

DL不可 EPUB

*1031325338*
文化遺産と
〈復元学〉 遺跡・建築・庭園復元の理論と実践
海野聡
（うんの・さとし）
編
吉川弘文館

失われた歴史遺産を再生する復元。何のため、いつの時点へ、どう戻すのか ? 古
代から現代における国内外の遺跡や建物、庭園、美術品の復元を検討し、復元
の目的や実情、課題に迫る。

芸術、美術
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎709 件名◎文化財－保存・修復
■ブ 332p
冊子版 978-4-642-01662-9 2019.12

*1031340532*
郷土・地域文化の賞事典

芸術、美術

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 89,100円 + 税
分類◎ R709.1 件名◎文化政策－便覧
日本国内の郷土・地域文化に関する162賞を、
「文化・社会・経済」「科学・技術」 ■キ 493p
「美術」「音楽・芸能」「文学」の5つに分類し、50音順に排列。各賞の概要と 冊子版 978-4-8169-2668-6 2017.07
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

歴代の受賞情報を収録する。受賞者名索引付き。

*1032442108*
国宝消滅 イギリス人アナリストが警告する「文化」と「経済」の危機

芸術、美術

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎709.1 件名◎文化政策 アコ
今のままでは、何千年間も守られてきた日本の伝統文化が断絶してしまう…。国宝を 342p
はじめとする日本の文化財をめぐるさまざまな問題と、それを解決するためにはどのよ 冊子版 978-4-492-39629-2 2016.03
デービッド・アトキンソン著
東洋経済新報社

うな手を打たなくてはならないのかを記す。

*1030884631*
中華民国と文物 国家建設に果たした近代文物事業の役割
〈早稲田大学エウプラクシス叢書 018〉

芸術、美術

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎709.22 件名◎文化財－中国 チ
チ 322p
辛亥革命から1949年に中華民国が台湾へ退去するまでの期間を対象に、中華民 冊子版 978-4-657-19803-7 2019.10
張碧惠
（ちょう・へきけい）
著
早稲田大学出版部

国各政府期の文物に対する認識過程を追う。国家建設において文物が近代文物
事業を通じてどのような役割を担ってきたのかを明らかにする。

パブリックアート政策 ―芸術の公共性とアメリカ文化政策
の変遷―
（文化政策のフロンティア 3）
工藤 , 安代
勁草書房

アメリカ文化政策の歴史的推移をふまえ、世界のパブリックアート政策を牽引してき
たアメリカの70年にわたる実践を公益性・公共性・芸術性から検証した基礎的研究。

2

*1031282240*
芸術、美術
同時アクセス1 11,660円 + 税
同時アクセス3 17,490円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-30175-1

*1030884571*

2008

日本の国宝仏像全画集
田中等
（たなか・ひとし）
画・文
彩流社

国宝指定全127件の仏像をすべて網羅。各仏像の時代背景、サイズ、資材など
基本的なデータと簡略な解説をイラストとともに収載する。国宝の仏像を所有する
寺社などの住所、交通、所有文化財なども紹介。

彫刻
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎718 件名◎仏像 タニ 284p
冊子版 978-4-7791-1929-3 2013.09

*1031980179*
草樹礼讃 永田英司画文集

絵画

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎721.9 ナソ 82p
自然の“ 力 ”と美しさを描きつづける画僧の作品集。
「神代桜」
「ブッダガヤ大塔」
など、 冊子版 978-4-7791-2454-9 2018.04
永田英司
（ながた・えいじ）
著
彩流社

やわらかな色使いや、一筆一筆の表現に込められた念仏への想いが感じられる作
品が満載。「さいはての浄土に咲く花」等の文章も掲載。

*1031164244*
集積 あるふぁべっとのかたちたち

絵画

同時アクセス1 5,093円 + 税
同時アクセス3 7,639円 + 税
分類◎723.1 タシ 63p
繊維造形物によるレリーフ状絵画と立体、インスタレーションで知られる現代美術家、 冊子版 978-4-86099-347-4 2019.01
玉本奈々
（たまもと・なな）
著
海青社

玉本奈々による作品集。アルファベットの26文字を題材にした作品に自作の詩を添え、
新たな世界を展開する。

*1030866941*
ヒエロニムス・ボス 奇想と驚異の図像学

絵画

同時アクセス1 30,360円 + 税
同時アクセス3 45,540円 + 税
分類◎723.359 件名◎ボス,ヒエロニム
ネーデルランドに生まれた奇想の画家ヒエロニムス・ボス。その謎に満ちた造形を、 ス カヒボ 558p
従来の説を紹介しつつも、図像学を駆使して独自の解読に挑む。隠し込まれた幾 冊子版 978-4-326-80061-2 2019.11
神原正明
（かんばら・まさあき）
著
勁草書房

何学的思考を文字と数字のシンボリズムとして解明する。

*1031434006*
誰も語らなかったフェルメールと日本

絵画

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 5,830円 + 税
分類◎723.359 件名◎フェルメール ,ヨハ
オランダの巨匠フェルメールとユダヤ人哲学者スピノザとの関係、ユダヤ人の東 ンネス タダフ 220p
インド会社と石見銀による莫大な利益と繁栄…。西洋美術史の第一人者が大画家 冊子版 978-4-585-27052-2 2019.08
田中英道
（たなか・ひでみち）
著
勉誠出版

の謎を語る。フェルメール作品全36点をカラーで収載。

*1030831381*
宮廷人 ベラスケス物語 Velázquez,vida en la corte

絵画

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎723.36 件名◎ ベラスケス,ディエ
スペイン王家を現代に蘇らせる「画家の中の画家」ベラスケス。彼は画家として ゴ・ロドリゲス ニキベ 234p
成功しただけでなく、宮廷画家から王宮配室長まで、宮廷内の地位の階段も一段 冊子版 978-4-7791-2100-5 2015.03
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

一段昇っていた。画家であり宮廷人でもあったベラスケスの人生を辿る。

*1031460169*
だまし絵練習帖 脳の仕組みを活かせば描ける

絵画

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎725.2 件名◎透視図 タダ 144p
だまし絵を通すと、自分の脳が見えてくる! 目の錯覚を利用したさまざまなだまし絵を 冊子版 978-4-416-31000-7 2010.02
竹内龍人
（たけうち・たつと）
著
誠文堂新光社

紹介し、その描き方やだましの原理をわかりやすく解説する。一部書き込み式。

*1031031524*
3

がんばれ! 猫山先生 6

絵画

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 3,630円 + 税
分類◎726.1 イガ 121p
「日本医事新報」連載中の医療四コマ漫画の単行本化第6弾！著者は『Dr.コトー 冊子版 978-4-7849-4098-1 2019.12
茨木保
（いばらき・たもつ）
作・画
日本医事新報社

診療所』の監修をつとめ、TVドラマ『コード・ブルー』の制作協力もしている茨
木保氏。自らの開業経験を踏まえ、ドクターを取り巻く様々な出来事を登場人物に
投影した「笑い」と「ペーソス」にあふれる内容です。

トキワ荘最後の住人の記録 若きマンガ家たちの青春物語

DL不可

*1031434069*
絵画

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎726.101 件名◎漫画家 ヤト
石ノ森章太郎のアシスタントをしていた著者による、トキワ荘青春物語。手塚治虫、 247p
石ノ森章太郎、赤塚不二夫、回覧誌『墨汁一滴』、新漫画党などの、今まで書 冊子版 978-4-487-80563-1 2011.06
山内ジョージ
（やまうち・じょーじ）
著
東京書籍

かれなかったエピソードが満載。

DL不可 EPUB

*1032267601*
ナウシカ解読 増補版
稲葉振一郎
（いなば・しんいちろう）
著
勁草書房

どのようにして「ハッピーエンドの試練」を乗り越えるのか。「バッドエンド依存症」
におちいる相応の根拠とは。宮崎駿から長谷川裕一、伊藤計劃に加え、虚淵玄ら
ポストエヴァンゲリオン時代も含めて論じる。

絵画
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎726.101 件名◎漫画 イナ 481p
冊子版 978-4-326-65424-6 2019.12

*1031533235*
CLIP STUDIO PAINTでマンガを描く!
少年・少女＆タテ読みマンガを完全解説 !

絵画

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 15,812円 + 税
分類◎726.107 件名◎漫画－技法 ■ク
207p
ペイントソフト「CLIP STUDIO PAINT EX」でマンガを制作する際に必要な 冊子版 978-4-8399-5428-4 2016.01

パルプライド著
マイナビ出版

知識を網羅。マンガ家による実際の制作過程を参考に少年マンガ・少女マンガ・
タテ読みマンガの描き方を詳説する。投稿 サイトも紹介。

“ 主線なし”イラストの描き方

*1031115539*
絵画

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 ア
輪郭線を使わず、色で面を塗り分けて描く、“ 主線なし”イラスト。その考え方から、 シ 157p
Photoshop での描き方までをわかりやすく解説する。Photoshop のカスタムブラシ 冊子版 978-4-7981-5721-4 2019.03

ア・メリカ
（あめりか）
著
翔泳社

のダウンロードサービス付き。

*1031210654*
キャラクターイラスト
「上手さ」の秘密
リクノ著
翔泳社

人体の描き方、立体感の出し方、アクションポーズや服の描き方、構図やパースの
とり方…。1枚のイラストの中で複雑に組み合わさって使われている「上手さ」の
テクニックを、作例をもとに1つ1つひもときながら解説する。

絵画
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 リキ
127p
冊子版 978-4-7981-4261-6 2015.11

*1031579475*
デジタルツールで描く! 感情があふれ出るキャラの表情の描き方

絵画

同時アクセス1 5,747円 + 税
同時アクセス3 14,368円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 ■
イラストや漫画におけるキャラクターの表情や感情、顔の描き方に特化した解説書。 デ 159p
総勢15名のイラストレーターによる多彩な作風で、喜怒哀楽をはじめ、恋愛、日常、 冊子版 978-4-8399-5597-7 2015.12
スタジオ・ハードデラックス著
マイナビ出版

食事、バトルなどにおける表情のバリエーションを紹介する。

*1031115540*
4

フリーソフトKritaでデジタルペイントマスター

絵画

同時アクセス1 6,462円 + 税
同時アクセス3 16,156円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 ■
多彩なブラシツールでどんな塗りも自由自在な、デジタルペイントツールの新定番 フ 191p
「Krita」。さまざまなタッチのイラストを作例に挙げながら、その制作工程を通じて 冊子版 978-4-8399-5340-9 2015.03
小平淳一
（こだいら・じゅんいち）
著
マイナビ

パルプライド著

Krita の機能を解説します。

*1031115541*
インフォグラフィックスの潮流 情報と図解の近代史

絵画

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎727.02 件名◎グラフィック・アート
人はどのようにしてさまざまな情報を視覚情報に変換してきたのか。
ダイアグラム、
チャー －歴史 ナイ 174p
ト、グラフ、図解、ピクトグラムなど、インフォグラフィックスの形成とその潮流を豊 冊子版 978-4-416-11549-7 2016.02
永原康史
（ながはら・やすひと）
著
誠文堂新光社

富な資料とともに解説する。

*1031629310*
バイオアートの世界 神のかくし絵を使って
岩波洋造
（いわなみ・ようぞう）
著
エヌ・ティー・エス

まるで鳳凰のような脳の断層写真、壷や香炉、花びんのような放散虫の走査電子
顕微鏡写真…。植物や動物の体の中にある形を顕微鏡で見て描く「バイオアート」
に、短いエッセーを添えた作品集。

絵画
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎727.087 イバ 195p
冊子版 978-4-86043-625-4 2019.08

*1030871176*
ロゴのつくりかたアイデア帖 “ いい感じ”に仕上げる65の引き出し
遠島啓介
（とおしま・けいすけ）
著
インプレス

デ ザイン初心者でも、ロゴデ ザインでしっかり想いやイメージを表現できるよう、デ
ザインの基本からアイデア出し、納品までのアイデアを65の引き出しとして紹介。
見るだけで楽しくなる＆参考になる作例を豊富に収録。

絵画
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎727.8 件名◎ロゴタイプ トロ
174p
冊子版 978-4-295-00854-5 2020.03

*1032464511*
一笑を大切に ―my life―
大西 , 高広
彩流社

TV、 新 聞などにも紹 介された、 話 題 の 新 宿 路 上 書 家（Calligraphy Street
Artist）大西高広の心温まる作品（販売可、書、詩、絵）、路上 エピソード、活
動記録、写真、ファンの声などで編む詩画集。路上で墨を磨り、色紙 サイズの画
仙紙に想いを込めた言葉を書く。

コンスタブルの手紙 ―英国自然主義画家への追憶―

絵画
同時アクセス1 5,225円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-856-7

2003

*1030945506*
絵画

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎
「人の心が尊厳を失うのは、逆境にある時より、むしろ繁栄にある時だ」「大きなカ 冊子版 978-4-88202-157-5
C・R・レズリー
彩流社

ンバスは、君が何をできないかを示し、小さなカンバスは、君が何をなし得るかし
か示さない」「絵画は理解されるべきものであって、単に詩的な憧れとして見なされ
るべきでなく、合理的、科学的、そして数学的に追求されるべきものである」

週末をもっと楽しく! 予算1万円で行く写真旅

1989

*1030945524*
写真

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎743 件名◎写真－撮影 ■シ
潮風香る瀬戸内ドライブ、東京湾ぐるっと食べ撮りつくし…。1万円の予算内で行 239p
ける撮影プランを提案。写真家や旅フォトグラファーが旅先での失敗や面白エピソー 冊子版 978-4-295-00850-7 2020.03

デジタルカメラマガジン編集部編集
インプレス

ドを披露する。『デジタルカメラマガジン』連載を書籍化。

*1032464514*
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デジタルカメラによる野鳥の撮影テクニック
中野耕志
（なかの・こうじ）
著
誠文堂新光社

デジタルカメラの基本操作や、各種設定のヒント、そして野鳥をいつ、どこで、ど
う撮るかという基本事項を解説。被写体である野鳥を発見し、天候や光線状態や
風向きなどを読みつつ、自分で考えて撮影するためのポイントが満載。

写真
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎746 件名◎デジタルカメラ ナデ
191p
冊子版 978-4-416-61389-4 2013.09

*1032326699*
Adobe Premiere Rush 入門 はじめよう!YouTuber への近道

写真

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,030円 + 税
分類◎746.7 件名◎録画 オア 239p
自分が撮影した映像を手軽に編集してSNS へ投稿したいというライトユーザーを 冊子版 978-4-89977-490-7 2019.08
大河原浩一
（おおかわら・こういち）
著
ラトルズ

対 象に、Premiere Rush の持つ編 集 機 能をわかりやすく解 説する。iPhone、
macOSデスクトップ 版に対応。

*1031458206*
Premiere Proよくばり入門 できるよくばり入門
金泉太一
（かないずみ・たいち）
著
インプレス

Premiere Proを使った動画づくりの基礎から応用・発展までを解説。実際の画面
でどのように操作するかをステップごとに説明する。ライトリークス素材、練習用ファ
イルのダウンロード、解説動画付き。CC 対応。

写真
同時アクセス1 8,844円 + 税
同時アクセス3 17,688円 + 税
分類◎ 件名◎録画 カプ 270p
冊子版 978-4-295-00981-8 2020.09

*1032433787*
Premiere Pro 逆引きデザイン事典 CC 対応 増補改訂版
千崎達也
（せんざき・たつや）
著
翔泳社

今すぐに必要な情報を素早く探し出せるよう、逆引き形式で構成された Premiere
Proの事典。映像制作に欠かせないノウハウを余すことなく解説する。サンプルファ
イルのダウンロードサービスあり。

写真
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎746.7 件名◎録画 セプ 351p
冊子版 978-4-7981-5289-9 2017.10

*1031579490*
VEGAS Movie Studio Platinumらくらくビデオ編集入門
撮りっぱなしのビデオを素敵な作品に仕上げよう!

阿部信行
（あべ・のぶゆき）
著
ラトルズ

VEGAS Movie Studio 17 Platinumを利用して初めてビデオ編集を行う人に向け、
その操作方法を解説。冒頭の約60ページを試すだけでビデオ編集ができるように
なる。より高度な操作等も紹介。

すいじんのえのき 多摩川の四季、人びとの暮らし

写真
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 8,662円 + 税
分類◎ 件名◎録画 アヴ■■■ ベ 207p
冊子版 978-4-89977-505-8 2020.07

*1032019493*
写真

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎748 件名◎樹木－写真集 アス
東京西部に位置する狛江市の、多摩川土堤にある大きな1本の榎。近くに水神さま 127p
を祀る祠があるので「すいじんのえのき」と名付けた－。日々さまざまな人が行き交う 冊子版 978-4-7791-2496-9 2018.07
荒川健一
（あらかわ・けんいち）
写真・文
彩流社

情景と、榎の四季の姿を、定点から眺めた写真でつづる。

*1031164240*
寒流 津軽のおんな/ 越後・雪下有情
飯島幸永
（いいじま・こうえい）
写真・文
彩流社

吹雪の津軽平野、雪に閉ざされた越後の豪雪地帯…。そこには、どんなに風土が
厳しくとも決して失うことのない温かい思いやりと、人間愛があった－。昭和40年代
の雪国の素朴な情景や人々の心の機微をとらえたモノクロ写真集。

写真
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎748 イカ 175p
冊子版 978-4-7791-1810-4 2012.10

*1031980195*
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銀座ジャック再び ! 写真で銀ブラ

写真

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎748 件名◎銀座
（東京都中央区）
昼の大通りから夜の路地裏まで、多彩な表情で人々を魅了する日本の大繁華街・ －写真集 ■ギ 111p
銀座。伝統と革新が共存する銀座を、複眼的に逍遙する写真集。銀座1丁目から 冊子版 978-4-306-09450-5 2019.09

日本建築写真家協会編著
鹿島出版会

8丁目までの中央通りの折り込み大 パノラマ写真付き。

*1032326691*
里山の宇宙
（くうかん）

写真

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎748 件名◎動物－北海道－写真
激しい風と雪と荒波が打ち寄せる北海道・日本海沿岸道北部の冬期は「生」と「死」 集 トサ 81p
が隣り合わせの世界。45年間追い続けた、遠別川流域に暮らすクマタカ、シロフ 冊子版 978-4-7791-2506-5 2018.07
泊和幸
（とまり・かずゆき）
著
彩流社

クロウ、海ワシの野生の姿を収めた写真集。

*1031164241*
写真レファレンス事典 街並み・風景篇1
東京
（明治～昭和20年代）

写真

同時アクセス1 99,000円 + 税
同時アクセス3 178,200円 + 税
分類◎ 件名◎写真－写真集－書誌 ■シ
771p
写真集から特定の写真を探し出すのに役立つ索引。明治～昭和20年代に東京で 冊子版 978-4-8169-2825-3 2020.05

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

撮影された景観等を集めた写真集226種238冊を取り上げ、地名見出し11540件、
写真点数のべ26874点を収録。撮影者名索引も掲載。

写真レファレンス事典 街並み・風景篇2
東京
（昭和30年代～平成）

*1032019481*
写真

同時アクセス1 99,000円 + 税
同時アクセス3 178,200円 + 税
分類◎ 件名◎写真－写真集－書誌 ■シ
1113p
写真集から特定の写真を探し出すのに役立つ索引。昭和30年代～平成に東京で 冊子版 978-4-8169-2826-0 2020.05

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

撮影された景観等を集めた写真集239種252冊を対象に、地名見出し18323件、
写真点数のべ37617点を収録。撮影者名索引も掲載。

一般 デザイン学 GENERAL DESIGN THEORY

*1032019482*
工芸

同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎501.83 件名◎デザイン
（工業）ヨ
デ ザインを人の知的作業における概念操作と位置づけ、対象の種類によらない一 イ 380p
般的な方法の体系化を、初めて提唱した著者による研究の集大成。デザイナーが、 冊子版 978-4-00-005062-3 2020.02
吉川弘之
（よしかわ・ひろゆき）
著
岩波書店

デザイナー以外の人に語りかけるための言葉を身につける理論。

DL不可

*1031814495*
陶芸実践100のポイント 知っておきたい焼き物づくりの基礎知識

工芸

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎751 件名◎陶磁器－技法 ノト
手びねり成形、
ろくろ成形から磁器づくり、装飾、絵付け、釉掛け、窯焚き、使い方まで、 159p
陶芸のコツやポイントを、手順写真を使ってわかりやすく簡潔に紹介する。
冊子版 978-4-416-71369-3 2013.07
野田耕一
（のだ・こういち）
著
誠文堂新光社

*1032023773*
粉引の器その発想と作り方 美しく、使い勝手のよい白化粧の器

をさがす、つくる、つかう 〈陶工房 BOOKS〉
陶工房編集部編
誠文堂新光社

素地土の上に化粧土と釉薬をかけた「粉引」の器。その基本的な制作手順を解
説するとともに、第一線で活躍する作家たちに取材し、それぞれの創意工夫や技術
を紹介。粉引の魅力や鑑賞ポイントがわかる。

工芸
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎陶磁器－日本 ■コ 167p
冊子版 978-4-416-62007-6 2020.07

*1032326712*
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カザフ刺繡 中央アジア・遊牧民の手仕事

工芸

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎753.7 件名◎刺繡 ヒカ 127p
モンゴル国の遊牧民族カザフの刺繡壁掛け布「トゥス・キーズ」に施されている 冊子版 978-4-416-51955-4 2019.08
廣田千恵子
（ひろた・ちえこ）
著 カブディル・アイナグル 著
誠文堂新光社

伝統文様から刺繡しやすいモチーフを取り出し、現代的なアレンジも加え、図案付
きで紹介。刺し方もプロセス写真で解説する。

*1031629300*
脳を鍛えるブロックおりがみ

医療大学教授が薦める脳の若さを保つ脳トレ習慣

工芸

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
大原まゆみ
（おおはら・まゆみ）
著 横井賀津志
（よこい・かつし）
監修
分類◎754.9 件名◎折紙・切紙 オノ
誠文堂新光社
127p
紙を選ぶところから始まり、作品の飾り方、使い方、贈り方を考えるところまでが「脳トレ」 冊子版 978-4-416-71913-8 2019.08

です－。簡単なおりがみの「パーツ」を組み合わせて、万華鏡のようなカラフルな
作品に仕上げる「ブロックおりがみ」を紹介。

レザークラフトの便利帳 革のすべてを知って作る 増補改訂

*1031629299*
工芸

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎755.5 件名◎皮革工芸 ミレ 247p
革の基本からレザークラフトの基本テクニック、皮革の歴史や革製品のメンテナン 冊子版 978-4-416-71905-3 2019.10
宮坂敦子
（みやさか・あつこ）
著
誠文堂新光社

竹内健
（たけうち・けん）
監修

スまでを紹介し、ブックカバーやベルト、カードケースなどの作り方を手順写真で解説。
コピーして使う型紙つき。カービングの項目等を追加収録。

*1032326711*
イギリスの社会とデザイン ―モリスとモダニズムの政治学―

工芸

同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎
他国へのデザイン・コンプレックスを抱え、
「悪趣味」に悩むイギリス。
《ウィリアム・ 冊子版 978-4-7791-1129-7
菅 , 靖子
彩流社

モリス》と《モダニズム》を軸に展開する、近現代イギリスのデザイン・表象文化史。
デザインと産業、国家権力の関係を明らかにする。図版多数。

2005

*1030945564*
名作椅子の由来図典 歴史の流れがひと目でわかる 増補改訂

工芸

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎758.02 件名◎椅子－歴史 ニメ
古代から現代に至るまでの名作椅子や、ある時代において重要な役割を担った椅 303p
子について、特徴・ルーツ、作製秘話、人気の秘密、蘊蓄などを交え、豊富なイ 冊子版 978-4-416-61572-0 2015.01
西川栄明
（にしかわ・たかあき）
著
誠文堂新光社

坂口和歌子
（さかぐち・わかこ）
イラスト

ラストとともに紹介。ジャケット裏に椅子の系統図付き。

*1032326709*
流れがわかる! デンマーク家具のデザイン史

なぜ北欧のデンマークから数々の名作が生まれたのか

工芸

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎758.023895 件名◎家具－歴史
タナ 271p
萌芽期から黄金期、衰退期、現在まで、デンマーク家具の変遷と背景を、写真を 冊子版 978-4-416-51958-5 2019.10
多田羅景太
（たたら・けいた）
著
誠文堂新光社

交えながら体系的に解説。デ ザイナーの師弟関係、職人やメーカーとデ ザイナー
の関係なども記す。年表も掲載。

万華鏡大全 基本のしくみから映像、ミラーシステム、作り方まで万
華鏡のすべてを網羅した決定版

山見浩司
（やまみ・こうじ）
著
誠文堂新光社

今や玩具から、アートの世界へと踏み出した万華鏡。日本を代表する万華鏡作家
である著者が、その基本の構造やミラーシステムによる映像の違い、詳細な作品
制作プロセスなど、万華鏡のあらゆる知識を公開する。
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*1031629312*
工芸
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎759 件名◎万華鏡 ヤマ 159p
冊子版 978-4-416-71401-0 2016.09

*1031629296*

音楽と出会う 21世紀的つきあい方 〈教養みらい選書 004〉

音楽

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎760.4 件名◎音楽 オオ 194p
ネット動画、AIによる自動作曲、カリスマ不在、癒し音楽ブーム…。この先にどん 冊子版 978-4-7907-1730-0 2019.04
岡田暁生
（おかだ・あけお）
著
世界思想社

な音楽との出会いが待ち受けているのか ? 21世紀に固有の音楽現象を挑戦的にと
りあげ、規格外の音楽とつきあう楽しさを自在に語る。

DL不可 EPUB

*1030871147*
伊勢管弦楽団の「指揮者の部屋」 マーラーなどの名曲とともに

音楽

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎760.8 件名◎音楽－名曲解説 オ
ベートーヴェンの交響曲第9番、マーラーの交響曲第8番…。伊勢管弦楽団が イ 224p
2006年から14年間に定期演奏会等で奏でた数々の作品を取りあげ、指揮者の視 冊子版 978-4-86692-058-0 2020.01
大谷正人
（おおたに・まさと）
著
大学教育出版

点から曲目の解説や作曲家の紹介を行う。

*1031537744*
悲しい曲の何が悲しいのか 音楽美学と心の哲学
源河亨
（げんか・とおる）
著
慶應義塾大学出版会

美に関する経験や判断の問題を扱う美学に、心の哲学を利用してアプローチ。特
に「音楽聴取」に焦点をあわせ、音とは何か、なぜ人は悲しい音楽を聴くのか、
音楽と情動はどのように結びついているのかなどについて考察する。

音楽
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎761.1 件名◎音楽美学 ゲカ
197,19p
冊子版 978-4-7664-2634-2 2019.10

*1031137208*
グローバリゼーションと音楽文化 ―日本のラップ・ミュージッ
ク―
（双書 : 音楽文化の現在 2）
木本 , 玲一
勁草書房

日本におけるラップ・ミュージックの生産過程の分析を通じ、文化のグローバル化／ロー
カル化の過程と、定着した外来文化が独自の発展を遂げる、その動態を描写する。

作曲の科学 美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」

〈ブルーバックス B-2111〉

音楽
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-69862-2

2009

*1030884582*
音楽

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎761.8 件名◎音楽－作曲 デサ
238p
和音と不協和音はどう違う? 狙いどおりの楽曲を生み出す “ 足し算 ”と“ かけ算 ”と 冊子版 978-4-06-517282-7 2019.09

フランソワ・デュボワ著
講談社

井上喜惟
（いのうえ・ひさよし）
監修

は ? 特設 サイトで聴ける豊富な音源を用いて「作曲のロジックとテクニック」を気
鋭の音楽家がわかりやすく解説する。

まんが古関裕而ものがたり 名曲でふりかえる「昭和」とオリンピック

DL不可 EPUB

*1031408664*
音楽

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎762.1 件名◎古関裕而 ナマコ
甲子園のテーマ曲「栄冠は君に輝く」、ドラマの主題歌「君の名は」、東京五輪 93p
行進曲「オリンピック・マーチ」など、多くの名曲を残した古関裕而。国民に愛さ 冊子版 978-4-7791-2647-5 2020.04
内藤誠
（ないとう・まこと）
作
彩流社

三代目仙之助
（さんだいめ せんのすけ）
画

れるメロディーを作り続けた作曲家の人生をまんがで描く。

*1031980177*
音の深みへ

音楽

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎762.1 件名◎纐纈雅代 コオコ
日本を代表する女性サックス奏者・纐纈雅代による初の自伝。幼少時から学生時代、 101p
上京後のこと、バンマス鈴木勲氏や巨匠チャーリー・パーカーのことなどを徹底的 冊子版 978-4-7791-2624-6 2019.12
纐纈雅代
（こうけつ・まさよ）
著
彩流社

に語る。また、実際に使用している楽器についても詳細に解説。

DL不可 EPUB

*1031579543*
9

日本音楽史事典 トピックス1868-2014

音楽

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R762.1 件名◎音楽－日本 ■ニ
1868年から2014年まで、日本の音楽に関するトピック5014件を年月日順に掲載。 597p
西洋音楽の輸入、流行歌・歌謡曲の話題、有名音楽家の来日など音楽に関する 冊子版 978-4-8169-2508-5 2014.12

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

幅広いテーマを収録する。分野別・事項名索引付き。

*1032442123*
評伝古関裕而 国民音楽樹立への途

音楽

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎762.1 件名◎古関裕而 キヒコ
昭和初期、日本人として初めて国際的なコンクールに入選した国民的作曲家、古 375p
関裕而の評伝。激動の時代と試練を乗り越え、数多くの軍歌・歌謡曲を生み出し 冊子版 978-4-7791-1785-5 2012.08
菊池清麿
（きくち・きよまろ）
著
彩流社

た軌跡をたどる。950曲を超えるディスコグラフィーと年譜も収録。

*1031301247*
評伝古関裕而 新版
菊池清麿
（きくち・きよまろ）
著
彩流社

昭和初期、日本人として初めて国際的なコンクールに入選した国民的作曲家、古
関裕而の評伝。激動の時代と試練を乗り越え、数多くの軍歌・歌謡曲を生み出し
た軌跡をたどる。「拾遺」を大幅に加えた新版。

音楽
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎古関裕而 キヒコ 443p
冊子版 978-4-7791-2674-1 2020.05

*1032019534*
西からの音 ―音楽と美術―
前川 , 誠郎
彩流社

レコードは西洋文化への最も親しい案内人であった。画家デューラー研究で知られ
る美術史の碩学が日本における西洋音楽史の様式概念の混乱を解きほぐし、大胆
な組み換えを提唱する異色の音楽 エセー。

音楽
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-491-0

1998

*1032019514*
真実なる女性クララ・シューマン

音楽

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎762.34 件名◎シューマン,クラーラ・
2019年に生誕200年を迎えたクララ・シューマン。天才少女として楽界にあらわれ、 ヨゼフィン ハシシ 304,9p
ロマン派の時代を織りなした彼女の生涯を、書簡や日記、家族の回想記をもとに綴 冊子版 978-4-622-08826-4 2019.08
原田光子
（はらだ・みつこ）
著
みすず書房

る。作品リスト、人名索引も収録。

*1031340523*
クラシック100の味 ウィーンの演奏は上手いより美味い

音楽

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎762.346 件名◎音楽－オーストリ
チェリストの両親のもと幼少からチェロを始め、現在はウィーン在住の著者。チェリ ア ヒク 197p
ストの立場で感じたウィーンの演奏ならではの特色を、オーストリアの音楽と食をテー 冊子版 978-4-7791-2580-5 2019.06
平野玲音
（ひらの・れいね）
著
彩流社

マに綴った冊子『百味』連載のエッセイとともに紹介する。

*1031980204*
クラシック100の味 ウィーンの演奏は上手いより美味い

音楽

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎762.346 件名◎音楽－オーストリ
チェリストの両親のもと幼少からチェロを始め、現在はウィーン在住の著者。チェリ ア ヒク 197p
ストの立場で感じたウィーンの演奏ならではの特色を、オーストリアの音楽と食をテー 冊子版 978-4-7791-2580-5 2019.06
平野玲音
（ひらの・れいね）
著
彩流社

マに綴った冊子『百味』連載のエッセイとともに紹介する。

DL不可 EPUB

*1031980213*
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ギター前史ビウエラ七人衆 スペイン宮廷楽士物語

音楽

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎763.5 件名◎弦楽器 ニギ 254p
宮廷楽器ビウエラが隆盛を極めていた16世紀スペイン。その楽曲は690曲を超え 冊子版 978-4-7791-1829-6 2012.10
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

たが、ビウエラはその後400年間の眠りにつく。華やかなりし7人のビウエリスタの
姿を描くとともに、突如として消えたビウエラの謎を追う。

*1031460174*
はじめよう! 楽しくマスターするGarageBand iOS 版

音楽

iPhoneでここまでできる!

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
大津真
（おおつ・まこと）
著
分類◎763.9 件名◎デスクトップミュージッ
ラトルズ
ク オハ 303p
iPhone で音楽やろう! 初心者にやさしい音楽ソフト「iOS 版 GarageBand」の使 冊子版 978-4-89977-497-6 2019.09

い方をゼロからていねいに解説する。iOS 版ならではの機能であるLive Loops の
活用法も掲載。

オーケストラ 知りたかったことのすべて

*1031458207*
音楽

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎764.3 件名◎管弦楽 メオ
この小さな会社〈オーケストラ〉はどのように組織されているのか。基本的問題から 541,55p
ちょっと気になる小事まで、楽団員と指揮者のあらゆる情報を満載。主要オーケスト 冊子版 978-4-622-08877-6 2020.02
クリスチャン・メルラン著
みすず書房

藤本優子
（ふじもと・ゆうこ）
訳

ラ略歴、世界の主要400オーケストラ国別一覧等も収録。

*1031873756*
ポップ・ミュージックとしての ベートーヴェン
明石 , 政紀
勁草書房

音楽とは何か。聴覚体験の原点に立ち返り，音楽を摩訶不思議な現象として零度
の場所から捉えなおすことで，新たな楽聖像を描き出す。

音楽
同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-85179-9

2002

*1030884583*
ポピュラー音楽へのまなざし ―売る・読む・楽しむ―

音楽

同時アクセス1 9,790円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎
生産・消費を軸に，
ポピュラー音楽という現代文化を読み解くヒントを満載した論考集。 冊子版 978-4-326-65280-8
東谷 , 護
勁草書房

定義，理論，方法論から分野の全貌までを示す基本書。

2003

*1030884580*
マンガでわかるジャズ

歴史からミュージシャン、専門用語などを楽しく解説 !

山本加奈子
（やまもと・かなこ）
著
誠文堂新光社

及川亮子
（おいかわ・りょうこ）
監修

そもそもジャズってどんな音楽 ? スウィング・ジャズって? おすすめのアルバムは? ジャ
ズの歴史から、バンド編成と楽器、ミュージシャン、専門用語まで、マンガと文章
でわかりやすく紹介します。

100% の前向き思考

生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉

猪狩ともか
（いがり・ともか）
著
東洋経済新報社

強風で倒れた看板の下敷きになり、絶対安静の状態からリハビリを経て、車椅子
に乗りながらアイドルとして復帰を果たした「仮面女子」のメンバー、猪狩ともか。
希望を捨てず、前を向き続ける彼女を支える言葉を紹介する。

音楽
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎764.7 件名◎ジャズ ヤマ 224p
冊子版 978-4-416-61855-4 2018.09

*1032326702*
音楽
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎猪狩ともか イヒイ 302p
冊子版 978-4-492-04660-9 2020.08

*1031983499*
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1979年の歌謡曲 〈フィギュール 彩 39〉

音楽

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎767.8 件名◎流行歌－歴史 スセ
「君は薔薇より美しい」「いとしのエリー」「銀河鉄道999」 …。ニューミュージック 175p
と歌謡曲の「一年戦争」、そしてアイドル不遇の時代だった1979年。この年に発 冊子版 978-4-7791-7038-6 2015.11
スージー鈴木
（すーじー すずき）
著
彩流社

売された楽曲を紹介し、音楽シーンの特殊性と魅力に迫る。

*1030945499*
80年代音楽解体新書 〈フィギュール 彩 2-1〉

音楽

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎767.8 件名◎流行歌－歴史 スハ
米米 CLUB「浪漫飛行」、尾崎豊「卒業」 …。あの曲は、なぜこうも聴き手の心 190p
をつかむのか－。80年代音楽の魅力を解体し分析する、人気音楽評論家によるポッ 冊子版 978-4-7791-7104-8 2019.08
スージー鈴木
（すーじー すずき）
著
彩流社

プス批評。音楽 サイト『リマインダー』連載を書籍化。

*1031132315*
バレエ語辞典

バレエにまつわる言葉をイラストと豆知識で踊りながら読み解く

富永明子
（とみなが・あきこ）
著
誠文堂新光社

森菜穂美
（もり・なおみ）
監修

「バレエが大好き」な人の気持ちを後押しする辞典。代表的な演目や役柄、振付
家やダンサー、パやポジションの名称、舞台用語などの用語解説とともに、著者
が思う「見どころ・楽しみどころ」も収録。かわいいイラストも満載。

モスクワの憂鬱 ―スクリャービンとラフマニノフ―
藤野 , 幸雄
彩流社

世紀末ロシアの生んだ二人の作曲家が描く対照的な生の軌跡…彷徨の中から、
神秘思想の音楽化をめざすスクリャービンと、革命後アメリカへ亡命し、ピアニス
トとして活躍するラフマニノフ。それぞれの生涯を追う初めての評伝。

音楽
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ R769.9 件名◎バレエ－辞典 トバ
183p
冊子版 978-4-416-61795-3 2018.04

*1032326718*
音楽
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-398-2

1996

*1030945551*
日本芸能事典 ―50年の記録―
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

テレビ・ラジオ、映画、演劇、音楽、舞踊など日本の芸能界50年間の記録事典。
昭和33年（1958）から平成19年（2007）まで、公演、襲名、ヒット、受賞、訃報、
流行語など5,600件のトピックスを年月日順に掲載。巻末に分野や人名別に引ける
「分
野別索引」「人名索引」付き。

ドイツ演劇クロニクル

演劇
同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2091-2

2008

*1032442126*
演劇

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎772.34 件名◎演劇－ドイツ テド
2001～2018年のドイツ演劇におけるシュレーフ、イェリネク、ヒュプナー、ファスビンダー、 249,16p
ローアーら劇作家達の情況をレポート。ドイツ演劇に関するベルリン、ウィーンの劇 冊子版 978-4-7791-2616-1 2019.10
寺尾格
（てらお・いたる）
著
彩流社

評・書評もまとめる。

*1031272495*
マンガでわかる能・狂言

あらすじから見どころ、なぜか眠気を誘う理由まで全部わかる!
マンガでわかる能・狂言編集部編 スペースオフィスマンガ
誠文堂新光社

能・狂言についてマンガで説明する入門ガイド。
「どこで観られる?」
「眠くならない?」
など、初心者が抱きがちな疑問に答えるとともに、比較的よく公演される演目を紹介
しながら、能・狂言の楽しみ方をわかりやすく解説する。
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演劇
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎773 件名◎能楽 ■マ 159p
冊子版 978-4-416-71931-2 2020.02

*1032326704*

歌舞伎はこう見ろ! 椿説歌舞伎観劇談義

演劇

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎774 件名◎歌舞伎 カカ 237p
歌舞伎はなぜ凄いのか ? 歌舞伎と落語、名優伝、実践的観劇の鉄則を、日本で 冊子版 978-4-7791-1583-7 2010.12
快楽亭ブラック
（かいらくてい・ぶらっく）
著
彩流社

いまいちばん深く濃く歌舞伎を見ている落語家・快楽亭ブラックが論じ尽くす !

DL不可 EPUB

*1031579550*
知っておきたい日本の古典芸能 歌舞伎

演劇

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎774 件名◎歌舞伎 タシ 166p
日本を代表する芸能「歌舞伎」。実際に起こった事件を軸に、人々がなぜそのよう 冊子版 978-4-621-30436-5 2019.10
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

に思い、それに準ずる行動を取ったのかを考えさせられる名作古典9作品を収録。
作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

DL不可

*1031340550*
知っておきたい日本の古典芸能 忠臣蔵
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

日本を代表する芸能「歌舞伎」「講談」で取り上げられてきた物語「忠臣蔵」。
実際に起こった事件軸に、人々の心を巧みに描き、長く日本人に愛されてきた名作
を収録。作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

演劇
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎774 件名◎忠臣蔵 タシ 157p
冊子版 978-4-621-30440-2 2019.10
DL不可

*1031340554*
安部公房スタジオと欧米の実験演劇
コーチ・ジャンルーカ
彩流社

本書はイタリアの若き研究者が、現代文学に大きな足跡を残した作家・安部公房
の演劇活動の軌跡をたどり、その実験的な試みが世界性を持つことを同時代のアメ
リカ・ヨーロッパの前衛的な演劇集団との比較によって明らかにしたものである。

演劇
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-969-4

2005

*1030945504*
映画と文藝 日本の文豪が表象する映像世界 〈えろこれ〉

演劇

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎778.04 件名◎映画 シエ 393p
人間の暗部の描写と精緻な分析に、内外の映画人たちは深く共感したに違いない－。 冊子版 978-4-7791-2648-2 2020.01
清水純子
（しみず・じゅんこ）
著
彩流社

「枕草子」「陰獣」「眠れる美女」「午後の曳航」など、外国で映画化された日
本の文豪の小説を原作および日本の映画化と比較して論じる。

*1032019530*
ゾンビのトリセツ 超進化版

演劇

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎778.2 件名◎ホラー映画 ■ゾ
ゾンビはどこから生まれたのか ? どのように進化してきたのか ? 生態はどうなのか ? 175p
出会ってしまったときの対処法は? ゾンビをあらゆる角度から諸説も交えて徹底解説。 冊子版 978-4-295-00630-5 2019.08

リビングデッド調査班著
インプレス

押さえておきたいゾンビ関連作品も満載。

*1031338953*
映画と演劇ポスターデザインワークの50年
知られざる仕事師の全仕事

小笠原正勝
（おがさわら・まさかつ）
著
誠文堂新光社

ポスターとは、映画・演劇を1枚の紙に表現した、いわば「紙の劇場」。映画ポスター
デ ザインの第一人者・小笠原正勝が手掛けたポスター約500点をジャンル、時代
ごとに掲載し、映画ポスターにまつわるエピソードを収録する。

演劇
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎778.2 件名◎映画 オエ 319p
冊子版 978-4-416-52031-4 2020.04

*1032326710*
13

映画と黙示録

演劇

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎778.2 件名◎映画 オエ 309,22p
私たちは〈世界の終わり〉を見たいのだろうか ? ホラー、パニック、アクション、戦争、 冊子版 978-4-622-08873-8 2019.12

岡田温司
（おかだ・あつし）
著
みすず書房

SF、ミステリー、フィルム・ノワール…。約250作を取り上げ、映画の想像力が挑
む多様な解釈に、映像の可能性と限界を読み解く。

*1031670266*
洋ピン映画史 過剰なる「欲望」のむきだし 〈えろこれ〉
二階堂卓也
（にかいどう・たくや）
著
彩流社

1970年代から1993年まで日本の映画マーケットに流布した欧米のポルノ映画「洋
ピン」。外国映画公開史からも映画業界からも忘れられつつあるその歴史を、作品
を厳選し高濃度に紹介する。「ピンク映画史」の姉妹編。

演劇
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎778.2 件名◎ポルノ映画－歴史
ニヨ 316p
冊子版 978-4-7791-2242-2 2016.12

*1031272499*
BAD MOOD 睡蓮みどり写真集

演劇

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎ H778.21 件名◎睡蓮みどり イバ
睡蓮みどり写真集！パリとヴェネツィアで撮影された写真と、睡蓮氏による短編小説 ス 1冊（ページ付なし）
を収める。写真構成：宮本和英氏（「月刊デジタルファクトリー」編集長）。
冊子版 978-4-7791-2605-5 2019.07
石黒健治
（いしぐろ・けんじ）
写真
彩流社

睡蓮みどり
（すいれん・みどり）
文・出演

*1031980184*
ゴジラの精神史 〈フィギュール 彩 13〉
小野俊太郎
（おの・しゅんたろう）
著
彩流社

2014年に“ 還暦 ”を迎える「ゴジラ」。日本人にとってのゴジラとは、どのようなもの
なのか ? 1954年の第一作目を徹底的に読み解き、ゴジラに込められている精神史
について考察する。

演劇
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎778.21 件名◎ゴジラ
（映画）オゴ
207p
冊子版 978-4-7791-7013-3 2014.05
DL不可 EPUB

*1031980129*
異能の日本映画史 日本映画を読み直す
木全公彦
（きまた・きみひこ）
著
彩流社

佐分利信、清水宏、木村元保、早川雪洲…。埋もれた異能の業績と名匠たちの
知られざる逸話を、緻密な調査で掘り起こす、もうひとつの映画史。ウェブサイト『映
画の國』掲載などをもとに書籍化。

演劇
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎778.21 件名◎映画－日本 キイ
295p
冊子版 978-4-7791-2591-1 2019.06

*1031272490*
活動大写真始末記

演劇

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
徳川夢声の直弟子・現役活動弁士が語る「弁士誕生」から現在までのサイレン 冊子版 978-4-88202-546-7

わか , こうじ
彩流社

ト映画の歩み。銀幕のスターが正に“スター”として大衆の心を掴んだ時代の映画
界、名作を生んだ撮影所の今昔と“ 活動屋 " 達の人間模様を赤裸々に綴る。写真
170枚。

日本映画裏返史

1997

*1032019520*
演劇

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎778.21 件名◎映画－日本 ニニ
唸る銃弾、煌めく白刃。怪猫乱舞に褌芸者。港出船にギターが咽ぶ。過ぎた昔を 368p
求めて辿る、花と怒濤の銀幕「裏」 街道 ! 1950年代から80年代までの、日本の 冊子版 978-4-7791-2656-7 2020.02
二階堂卓也
（にかいどう・たくや）
著
彩流社

通俗娯楽映画を批評する。

DL不可 EPUB

*1031579547*
14

荒野とドルと拳銃と 極私的マカロニウェスタン映画論

演劇

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎778.237 件名◎映画－イタリア ニ
銃弾と鮮血のバラードにのって世界を席巻したイタリア製西部劇 = マカロニ・ウェ コ 422p
スタンは、ブームの終焉から半世紀以上経た現在でも世代を超えて支持されている。 冊子版 978-4-7791-2548-5 2019.01
二階堂卓也
（にかいどう・たくや）
著
彩流社

マカロニ・ウェスタンの血煙街道を辿り、その歴史と真実を綴る。

*1031980178*
巨大ロボットの社会学 戦後日本が生んだ想像力のゆくえ

演劇

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎778.77 件名◎アニメーション ■
現実離れした「巨大な人型ロボット」を生み出してきた日本のアニメ。そのアニメ キ 208p
の世界観とアニメから現実世界への延長（ゲーム・玩具・観光）を分析することで、 冊子版 978-4-589-04041-1 2019.11
池田太臣
（いけだ・たいしん）
編著
法律文化社

木村至聖
（きむら・しせい）
編著

戦後日本の社会を鮮やかに描き出す。

*1031656999*
水曜日のアニメが待ち遠しい

フランス人から見た日本サブカルチャーの魅力を解き明かす
トリスタン・ブルネ著
誠文堂新光社

1970年代末、フランスの子どもたちはみんな日本アニメに夢中になった－。日本の
サブカルチャーはなぜフランスの若者を熱狂させるのか、フランス人オタク第一
世代の著者が、自身の経験を踏まえて解き明かす。

日本アニメ誕生

演劇
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎778.77 件名◎アニメーション ブス
233p
冊子版 978-4-416-31508-8 2015.08
EPUB

*1031629319*
演劇

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎アニメーション－歴史 トニ
手塚治虫との出会い、エイトマン誕生、アトム輸出…。日本アニメのオリジナル・ 211p
シナリオライター第一号として、数々のエポックメイキングとなる作品とともに歩んだ 冊子版 978-4-585-27056-0 2020.08
豊田有恒
（とよだ・ありつね）
著
勉誠出版

著者が、アニメ誕生秘話を縦横無尽に語る。貴重な写真も掲載。

*1032433693*
おやこで楽しむ講談入門
宝井琴星
（たからい・きんせい）
監修
彩流社

演劇

稲田和浩
（いなだ・かずひろ）
著

講談とは何か、どこに行けば聴けるのか、どんな講談があるのか。講談の基礎知
識、「三方ケ原軍記」「安珍と清姫の物語」など講談の演目とその歴史的文化的
背景をわかりやすく解説。釈台を叩く張り扇の作り方も紹介する。

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ K779.12 件名◎講談 ■オ 108p
冊子版 978-4-7791-2409-9 2018.02

*1031164239*
知っておきたい日本の古典芸能 講談
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

日本を代表する芸能「講談」。軍記物や歴史物に注釈を加えて聞かせる「太平記
読み」から生まれた、「読む」 芸である講談の名作9作品を収録。作品・用語解
説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

演劇
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎779.12 件名◎講談 タシ 131p
冊子版 978-4-621-30437-2 2019.10
DL不可

*1031340551*
マンガでわかる落語

古典落語のあらすじ、寄席の楽しみ方が一目瞭然 !

春風亭昇吉
（しゅんぷうてい・しょうきち）
著
誠文堂新光社

谷端実
（たにばた・みのる）
マンガ

芝浜、目黒のさんま、明烏…。古典落語のあらすじをマンガでわかりやすく解説した、
知識ゼロからの落語攻略本。寄席の楽しみ方、新作落語のレジェンド、江戸切
絵図で歩く落語の舞台なども収録。

演劇
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎779.13 件名◎落語 シマ 191p
冊子版 978-4-416-61904-9 2020.02

*1032326703*
15

快楽亭ブラックの毒落語

演劇

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎779.13 件名◎快楽亭ブラック
（2
下半身は猥談、上半身は冗談 ! 落語家・快楽亭ブラックの「毒落語」を徹底解剖。 代目）ヒカカ 277p
「古典」（コード）を借りて「創作」（アドリブ）していくその作家性の核を、本質 冊子版 978-4-7791-1460-1 2009.09
平岡正明
（ひらおか・まさあき）
著
彩流社

直観力で見抜く!

DL不可 EPUB

*1031579551*
五代目圓楽と
「星の王子さま」

演劇

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎779.13 件名◎三遊亭栄楽 サゴ
「星の王子さま」にも相通じる師匠の教えは、現代に必要な世界を伝えてくれました サ 281p
－。五代目圓楽の内弟子となり、亡くなるまでの長い年月を過ごした著者が、弟子 冊子版 978-4-7791-2596-6 2019.10
三遊亭栄楽
（さんゆうてい・えいらく）
著
彩流社

でなければわからないエピソードとともに圓楽の人となりを綴る。

*1031272496*
知っておきたい日本の古典芸能 落語

演劇

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎779.13 件名◎落語 タシ 172p
日本を代表する芸能「落語」。主に江戸時代の町中を舞台に、笑いを中心とした 冊子版 978-4-621-30438-9 2019.10
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

滑稽な噺や、登場人物の人情の機微に迫る噺など、落語の名作9作品を収録。
作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

DL不可

*1031340552*
名人宣言 落語家・快楽亭ブラックの本質

演劇

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎779.13 件名◎快楽亭ブラック
（2
落語家・二代目快楽亭ブラックの「核心」に触れる評伝。ブラックの高座から楽 代目）オメカ 324p
屋、日常の裏のウラまでを徹底的に見つくした新聞記者が、彼の魅力を余すところ 冊子版 978-4-7791-1755-8 2012.02
越智多藁惠
（おちだ・わらえ）
著
彩流社

なく語る。

DL不可 EPUB

*1031579548*
落語家のようなもの 立川こしら論

演劇

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎779.13 件名◎立川こしら ナラタ
高座や CD「高速落語」で強烈に異彩を放つ立川こしら。もし師匠が立川志らくで 223p
なかったら、もし嫌いな兄弟子がいたら、果たしてこしらは落語家を続けていたのだ 冊子版 978-4-7791-1930-9 2013.09
南葵亭樂鈷
（なんきてい・らっこ）
著
彩流社

ろうか。時代の先を走り続ける落語家、立川こしら、初の評伝。

*1031460161*
立川談志の正体 愛憎相克的落語家師弟論

演劇

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎779.13 件名◎立川談志
（5代目）
落語への想い、談志師への入門、師のスゴイとこ・セコイとこ、師の取り巻き連中、 カタタ 187p
師とお金…。様々な事情で立川流を「除籍」となり、フリーで落語家を続ける著者 冊子版 978-4-7791-1757-2 2012.02
快楽亭ブラック
（かいらくてい・ぶらっく）
著
彩流社

が、落語家・立川談志を鋭利な切っ先でスルドク剔抉する。

DL不可 EPUB

*1031579549*
知っておきたい日本の古典芸能 浪曲・怪談
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

日本を代表する芸能「浪曲・怪談」。節と呼ばれる歌と、啖呵と呼ばれる語りの部
分で構成される浪曲と、幽霊やお化けが登場する怪談物語の名作計10作品を収
録。作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

演劇
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎779.15 件名◎浪曲 タシ 169p
冊子版 978-4-621-30439-6 2019.10
DL不可

*1031340553*
16

スポーツ立国論

日本人だけが知らない「経済、人材、健康」すべてを強くする戦略
安田秀一
（やすだ・しゅういち）
著
東洋経済新報社

スポーツが国を強くする! スポーツがもたらすさまざまな効能について解説し、主に経
済的側面における欧米での事例をもとに「我が国をどのようにアクティベートするか」
というアイデアや提言の数々を記す。

スポーツマンシップバイブル

スポーツに関わるすべての人が必読の「スポーツの真髄」

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎780 件名◎スポーツ産業 ヤス
342p
冊子版 978-4-492-50312-6 2020.03

*1031579406*
スポーツ、体育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
中村聡宏
（なかむら・あきひろ）
著
分類◎780.1 件名◎スポーツマンシップ
東洋館出版社
ナス 207p
「かっこいい人 =スポーツマン」が増えれば、スポーツ界がよくなるばかりか、よりよ 冊子版 978-4-491-03973-2 2020.01

い社会、よりよい世界となることを期待できるはず－。スポーツに関わるすべての人々
が知っておきたい「スポーツの心得」をまとめる。

なるほど最新スポーツ科学入門

DL不可 EPUB

*1032353034*
スポーツ、体育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎780.1 件名◎スポーツ ■ナ
体操、柔道、陸上競技の秘話と歴史、
トップアスリートのトレーニング、勝つためのメソッ 219p
ド、才能の育て方…。金メダリストをはじめとする執筆陣が、スポーツ科学について、 冊子版 978-4-7598-2026-3 2020.02
伊東浩司
（いとう・こうじ）
編
化学同人

吉田孝久
（よしだ・たかひさ）
編

科学的 エビデンスをまぜながらわかりやすく解説する。

*1031616203*
健康・スポーツ科学のための Rによる統計解析入門
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

山次俊介
（やまじ・しゅんすけ）
編著

健康・スポーツ科学領域の統計解析を全てカバーする無料の統計解析ソフト・R
を用いた記述統計・推測統計に関する統計解析の方法を解説。解析結果の解釈
の仕方、図表によるまとめ方も紹介する。

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎780.1 件名◎体育統計－データ
処理 ■ケ 242p
冊子版 978-4-7644-1142-5 2013.08

*1031843654*
発想スポーツ科学への招待 楽しい物づくりと研究

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎780.11 件名◎バイオメカニクス カ
「つまずきにくい」 高齢者の歩行、「万能筋力計」の考案と応用…。バイオメカニ ハ 133p
クスを専門領域としてきた著者が、エネルギーやパワーにとらわれない、遊び心か 冊子版 978-4-7644-1136-4 2012.09
金子公宥
（かねこ・まさひろ）
著
杏林書院

ら生まれた研究の成果を紹介し、スポーツ科学の楽しさを伝える。

*1031843652*
健康・スポーツ科学のための動作と体力の測定法

ここが知りたかった測定と評価のコツ
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

長澤吉則
（ながさわ・よしのり）
ほか編著

体育学黎明期から続く体力（運動能力）の測定方法とともに、バイオメカニクス、
運動生理学、スポーツ方法学などで利用される測定方法について、測定の留意点
や実際の測定方法を解説する。

アスレティックトレーニング学

アスリート支援に必要なクリニカル・エビデンス

スポーツ、体育
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎780.18 件名◎体力測定 ■ケ
337p
冊子版 978-4-7644-1206-4 2019.10

*1031843663*
スポーツ、体育

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ■
ア 465p
アスリートの支援に必要となるエビデンスに基づいた知識と技術を網羅したテキスト。 冊子版 978-4-8306-5191-5 2019.12
広瀬統一
（ひろせ・のりかず）
編集
文光堂

泉重樹
（いずみ・しげき）
編集

エントリーレベルの標準的な記述を中心に、競技現場でも継続して活用することの
できる実践的な内容まで解説する。

*1031828319*
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スポーツ医薬 アンチ・ドーピング徹底解説

スポーツ、体育

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎780.19 件名◎ドーピング ■ス
ドーピングで不正使用される物質に関して、薬理学的・生理学的に詳細な情報を 278p
提供。主な症状・疾患の治療と禁止物質、スポーツ医薬における留意点について 冊子版 978-4-521-74793-4 2020.02
鈴木秀典
（すずき・ひでのり）
総編集
中山書店

赤間高雄
（あかま・たかお）
編集

も解説する。WADA2020年禁止表国際基準も収録。

*1031533334*
機能性スポーツフードの開発

Development of Functional Sports Food 〈食品シリーズ〉

スポーツ、体育

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
矢澤一良
（やざわ・かずなが）
監修
分類◎780.19 件名◎スポーツ栄養学 ■
シーエムシー出版
キ 214p
科学的なエビデンス、機能のメカニズムの理論的根拠と安全性を有する機能性 冊子版 978-4-7813-0674-2 2013.01

食品、すなわち「ヘルスフード科学」に焦点をあて、スポーツ機能の向上や健康
の維持増進に役立つ食品・食材の有用性を概説する。

健康運動指導士試験要点整理と実践問題 第2版

*1030893635*
スポーツ、体育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ S780.19 件名◎スポーツ医学 ■
健康・体力づくり事業財団が認定する「健康運動指導士」の試験対策テキスト． ケ 241p
2019年度版の健康運動指導士養成講習会テキストの改訂内容に完全対応！ 各章 冊子版 978-4-8306-5188-5 2019.08
稲次潤子
（いなじ・じゅんこ）
監修
文光堂

上岡尚代
（かみおか・なおよ）
編集

ごとに，
「整理と暗記」と「予想問題」に分けて解説．

*1031418081*
今より強く!を目指して アスリートの身体づくりと食のエッセンス

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ栄養学 ■
指導者やアスリートに向けて、アスリートの栄養摂取の重要性やサプリメント摂取 イ 159p
の考え方、暑熱環境でのパフォーマンスの維持などを解説。貧血予防、減量など、 冊子版 978-4-89775-399-7 2019.11

日本陸上競技連盟医事委員会編著
ライフサイエンス出版

目的別アスリート飯のレシピも収録する。

*1031875445*
女性アスリートの健康管理・指導 Q＆A
能瀬さやか
（のせ・さやか）
編
日本医事新報社

女性アスリートに関わる医療従事者が、どのような健康管理や指導を行うべきか。
月経随伴症状、メンタル、妊娠・産後、アンチ・ドーピングなどの医学知識を、Q
＆A で解説。巻末のシリアルナンバーで電子版を閲覧できる。

スポーツ、体育
同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ■ジ
265p
冊子版 978-4-7849-2382-3 2020.04
DL不可

*1031670356*
女性スポーツ診療 ハンドブック
平池修
（ひらいけ・おさむ）
編著
中外医学社

能瀬さやか
（のせ・さやか）
編著

女性がスポーツを快適かつ安全に行うための診療ガイド。ライフステージごとにみ
られる女性特有の問題とその対策法を示し、女性アスリート特有の健康問題、競
技特性別の傾向について、アンチ・ドーピングの概念も考慮して解説。

スポーツ、体育
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎ 件名◎スポーツ医学 ■ジ 196p
冊子版 978-4-498-16008-8 2020.07

*1031983484*
図解スポーツ健康科学入門
北條達也
（ほうじょう・たつや）
編著
金芳堂

これからスポーツ健康科学を学ぼうとする人たちへ向けて、関連領域の基本的な知
識を広く学べるよう、各領域の専門家が執筆。特にコンディショニングについては、
鍼治療や歯科領域の内容も加える。

スポーツ、体育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ホズ
228p
冊子版 978-4-7653-1824-2 2020.04

*1031670328*
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疲労と身体運動

スポーツでの勝利も健康の改善も疲労を乗り越えて得られる
宮下充正
（みやした・みつまさ）
編著
杏林書院

「疲れ」とは一体何なのか。身体運動研究の専門家らが、疲労と身体運動との関
係に、理論面（身体の諸機能）と実際面（健康やスポーツ競技）からアプロー
チする。疲労と身体運動との関連を、系統的にわかりやすくまとめた本。

スポーツ・エネルギー学序説 A Trial in Sport Bioenergetics
金子公宥
（かねこ・まさひろ）
著
杏林書院

スポーツ（身体運動）にかかわるエネルギーがどのように運動成果と結びつくのか
を研究する「スポーツ・エネルギー学」。エネルギーと人とのかかわりや、筋力学
の展開、種々スポーツ種目のエネルギー測定事例等について解説。

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ミヒ
234p
冊子版 978-4-7644-1187-6 2018.02

*1031843660*
スポーツ、体育
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎780.193 件名◎運動生理学 カス
236p
冊子版 978-4-7644-1121-0 2011.09

*1031843648*
乳酸をどう活かすか Lactate,an efficient energy source 2

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎780.193 件名◎スポーツ医学 ハ
乳酸の意味と測り方を解説するほか、中・長距離走、スピードスケート、球技といっ ニ 245p
た競技などでの血中乳酸濃度の活用について紹介する。第4回～第11回乳酸研 冊子版 978-4-7644-1168-5 2016.03
八田秀雄
（はった・ひでお）
編著
杏林書院

究会の内容をもとに書籍化。

*1031843656*
身体教育の思想（教育思想双書 7）

スポーツ、体育

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎
身体を教育するとはいかなることか。身体・感性・美・教育について，領域を超える 冊子版 978-4-326-29879-2
樋口 聡
勁草書房

言説の可能性に挑み，身体教育の新たな構想を示す。

2005

*1032356313*
歴史を変えた50人の女性アスリートたち

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ K780.28 件名◎スポーツ選手 イ
女性をしめ出していた近代スポーツ界に飛びこみ、圧倒的な能力と粘り強さで記録 レ 127p
と歴史をぬりかえてきた女性アスリートたち。その驚くべき成績やエネルギーに満ち 冊子版 978-4-422-75303-4 2019.04
レイチェル・イグノトフスキー著
創元社

野中モモ
（のなか・もも）
訳

た人生を、チャーミングなイラストとともに紹介する。

*1031325300*
スポーツ史事典 トピックス2006-2016

スポーツ、体育

同時アクセス1 45,100円 + 税
同時アクセス3 81,180円 + 税
分類◎ R780.32 件名◎スポーツ－歴史
国内外のスポーツに関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。2006年から －年表 ■ス 559p
2016年までのスポーツイベントや国内の主要な大会の記録及び、世界のスポーツ 冊子版 978-4-8169-2640-2 2017.01

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

にまつわる重要なトピックとなる出来事を幅広く収録。

*1032442101*
オリンピックの輝き ここにしかない物語

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎780.69 件名◎オリンピック－歴史
フジヤマのトビウオ、裸足のマラソン、抗議の拳…。1912年のストックホルムで サオ 287p 図版16p
活躍した選手から、2020年東京大会注目の選手まで、
さまざまな人生が紡いだ物語。 冊子版 978-4-487-81256-1 2019.06
佐藤次郎
（さとう・じろう）
著
東京書籍

『東京新聞』『中日新聞』サンデー版連載を加筆し書籍化。

DL不可 EPUB

*1032267602*
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イラスト図解筋力トレーニング 医・科学的根拠に基づくアプローチ

スポーツ、体育

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎780.7 件名◎筋力トレーニング ■
スポーツ医・科学の理論に基づいた正しい筋力トレーニングを紹介。筋力トレーニ イ 11,491p
ングの基礎、部位別の正しいトレーニング方法、スポーツ動作別筋力トレーニング 冊子版 978-4-8306-5190-8 2019.11
松本秀男
（まつもと・ひでお）
編集
文光堂

今井覚志
（いまい・さとし）
編集

を取り上げる。

*1031828315*
筋力強化の教科書

STRENGTH TRAINING BASIS AND FRONTIERS

石井直方
（いしい・なおかた）
著
東京大学出版会

柏口新二
（かしわぐち・しんじ）
著

トレーニング理論と筋肥大のメカニズム、筋トレ“ビッグ3” 解説、筋トレの効果を高
めるウォームアップ・ストレッチ・休養・栄養…。研究者、臨床医、トレーナーがそ
れぞれの立場から「筋トレの基本」の重要性と有用性を語る。

健康・スポーツ科学のための卒業論文 / 修士論文の書き方

スポーツ、体育
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 10,164円 + 税
分類◎ 件名◎筋力トレーニング ■キ
208p
冊子版 978-4-13-053704-9 2020.07

*1031873740*
スポーツ、体育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎780.7 件名◎スポーツ－研究法
健康・スポーツ科学領域の学部、修士課程学生が卒業論文や修士論文を進める デケ 183p
うえでの考え方、科学的研究に関する基礎的な知識、論文作成の基本的な決まり 冊子版 978-4-7644-1162-3 2015.06
出村愼一
（でむら・しんいち）
著
杏林書院

山次俊介
（やまじ・しゅんすけ）
著

ごとなどをまとめる。

*1031843655*
健康・スポーツ科学のための調査研究法

スポーツ、体育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎780.7 件名◎スポーツ－研究法
健康・スポーツ科学分野を専攻する学生や研究者に向けて、量的・質的調査研 ■ケ 214p
究法など調査研究に関わる研究手法について概説。さらに、これらの研究手法を 冊子版 978-4-7644-1150-0 2014.02

出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

山下秋二
（やました・しゅうじ）
編著

用いた研究事例を紹介する。調査を研究として成立させるための指南書。

*1031843653*
レジャー・レクリエーション用語集

スポーツ、体育

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ 件名◎レクリエーション－辞典 マレ
レジャー・レクリエーションの指導・実践・学習に欠かせない基本用語を五十音順 139p
に掲載し、わかりやすくコンパクトに解説する。巻末にレジャー・レクリエーションに 冊子版 978-4-86692-073-3 2020.06
前橋明
（まえはし・あきら）
編著
大学教育出版

坂口正治
（さかぐち・まさはる）
監修

関するトピックスや Q＆Aも収録。

*1031853778*
幼少年のための運動遊び・体育指導

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎781.9 件名◎遊戯 ■ヨ 116p
幼少年期の子ども達の運動遊びや体育の指導に関するテキスト。子ども達のからだ、 冊子版 978-4-7644-1193-7 2018.09
幼少年体育指導士会編
杏林書院

心、動作や運動の発達とそれを踏まえた指導法・実践法、子どもの育ちの基盤とな
る生活、配慮が必要な子どもとその援助などについて解説する。

*1031843661*
世界を歩こう 草の根の国際交流

スポーツ、体育

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎782.06 件名◎ウォーキング ■セ
だれでも参加でき、健康の保持によい運動を進める国際市民スポーツ連盟（IVV） 83p
と、“ 勝ち負けのないスポーツの祭典 ”IVVオリンピアードの体験記を紹介。日本ウ 冊子版 978-4-7644-1589-8 2016.05
宮下充正
（みやした・みつまさ）
著
杏林書院

川内基裕
（かわうち・もとひろ）
著

オーキング協会、国際マーチング・リーグなども取り上げる。

*1031843664*
20

トレイルランニングはじめました。

基礎から楽しみ方、おすすめコース＆レースガイドまで

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
中村則彦
（なかむら・のりひこ）
著 鏑木毅
（かぶらき・つよし）
監修
分類◎782.3 件名◎トレイルランニング ナ
誠文堂新光社
ト 191p
メタボで命の危険を感じて減量目的にトレイルランニングを始め、その魅力に開眼 冊子版 978-4-416-71344-0 2013.07

した著者が、トレイルランニングの基礎知識、より速くなるためのトレーニング方法
を紹介する。コース＆レースガイドも収録。

子どもの走り方トレーニング 速効 !5分で伸びる!

*1031629275*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎782.3 件名◎競走 キコ 79p
動きのコツはたった4つだけ。運動感覚を伸ばす基本的なトレーニングから、かけっ 冊子版 978-4-491-03553-6 2018.07
木村匡宏
（きむら・まさひろ）
編著
東洋館出版社

こが速くなるためのトレーニングまで、写真でわかりやすく解説。秋本真吾との対談
も収録する。動画が見られるQRコード付き。

*1032352947*
最強プロに学ぶフットサル 個人技完全マスター

連続写真で動きがわかる!プレーのコツもしっかり伝授 !

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎783.4 件名◎フットサル モサ
207p
屋内ででき、初心者でもチャレンジしやすいフットサル。そんな魅力がつまったフット 冊子版 978-4-416-61652-9 2017.05
森岡薫
（もりおか・かおる）
著
誠文堂新光社

サルの基本技術から、レジェンド・森岡薫選手が実際に試合で使っているテクニッ
クまで、連続写真で動きがわかるように解説する。

チームでは教えてくれないプロサッカー選手になるために大
切なこと マンガで楽しくわかる
池上正
（いけがみ・ただし）
監修
マイナビ出版

ふじいまさこマンガ

今の時代だからこそ求められる、「体力や技術よりも必要なもの」とは何か ? 小学校
5年生のコウジのストーリーマンガで、プロサッカー選手になるために大切なことを
伝える。

実践 ! 常勝ドイツのプレッシングメソッド

プレッシングは最強ドイツに学べ !

*1032326705*
スポーツ、体育
同時アクセス1 4,207円 + 税
同時アクセス3 10,518円 + 税
分類◎ K783.47 件名◎サッカー ■チ
159p
冊子版 978-4-8399-6449-8 2019.02

*1031115602*
スポーツ、体育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎783.47 件名◎サッカー ペジ
111p
現代 サッカーにおいて大きなテーマのひとつ「プレッシング」を定義した指導書。ド 冊子版 978-4-491-03635-9 2019.02

ラルフ・ペーター著
東洋館出版社

須田芳正
（すだ・よしまさ）
監訳

イツで実際に行われている指導をベースに、プレッシングの戦術とその練習方法を、
プレイヤーの動きを表した図を使って詳細に解説する。

2000勝投手はこうして誕生した サチェル・ペイジとその時代

*1030988300*
スポーツ、体育

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎783.7 件名◎ ペイジ,サチェル サ
ニグロ・リーグ時代には約2500試合に登板し、2000勝以上をあげたサチェル・ペイジ。 ニペ 233p
史上最高の投手といわれるサチェル・ペイジの足跡を追い続けた著者による評伝。 冊子版 978-4-7791-2623-9 2019.11
佐山和夫
（さやま・かずお）
著
彩流社

*1031301248*
オレたちは
「ガイジン部隊」
なんかじゃない !
野球留学生ものがたり

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎783.7 件名◎高校野球 キオ
271p
地元の冷ややかな視線や心ない声を浴びせられながら、奮闘する彼らは、どのよう 冊子版 978-4-295-00856-9 2020.04

菊地高弘
（きくち・たかひろ）
著
インプレス

な日々を過ごしているのか。地元の高校生と何が違うのか。高校野球界で「ガイジ
ン部隊」と呼ばれる越境入学者たちの実態を伝える。

*1031616186*
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プロ野球の誕生 迫りくる戦時体制と職業野球
中西満貴典
（なかにし・みきのり）
著
彩流社

球団結成、日本職業野球連盟発足、最初のリーグ戦…。昭和10年、11年の野
球界とその背景を、「戦争」 へと突き進む国家体制を強く意識しつつ綴る。「追憶
の日米野球」「追憶の日米野球2」に続く野球史書。

スポーツ、体育
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎783.7 件名◎野球－歴史 ナプ
221p
冊子版 978-4-7791-2657-4 2020.02

*1032019531*
プロ野球の誕生 2 リーグ元年の万華鏡

スポーツ、体育

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎783.7 件名◎野球－歴史 ナプ
東京セネタース、阪急軍、名古屋金鯱軍…。球団が続々と結成され、「日本職業 269p
野球連盟」が発足。最初のリーグ戦が行われた－。昭和11年のプロ野球界とそ 冊子版 978-4-7791-2673-4 2020.04
中西満貴典
（なかにし・みきのり）
著
彩流社

れをとりまく時代背景を、当時の新聞記事を多く掲載しながら綴る。

*1032019532*
古角イズム ―野球王国・和歌山の中興の祖 - 古角俊郎伝―

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
監督・古角を信じ、ひたすら練習に打ち込んだ新宮高校野球部の選手たち。彼ら 冊子版 978-4-7791-1103-7
田中 , 弘倫
彩流社

がつかんだ「自信」、それは実力の裏書きであった。「全国制覇」という具体的な
目標を掲げ、練習を裏づける野球理論、それを理解し実践する選手たち、それら
が揃ってはじめて成立した古角野球の真髄と軌跡を追究。

高速スライダー 幸運な男・伊藤智仁

2005

*1030945521*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎783.7 件名◎伊藤智仁 ワコイ
今もなお、多くの野球ファンの心に深く刻み込まれている、元ヤクルトスワローズ伝 254p
説の投手・伊藤智仁。その半生を綴った書籍『幸運な男――伊藤智仁 悲運のエー 冊子版 978-4-295-00822-4 2020.02

渡辺保裕
（わたなべ・やすひろ）
漫画
インプレス

長谷川晶一
（はせがわ・しょういち）
原作

スの幸福な人生』（長谷川晶一著）を原案として、三度の飯より野球好き、むしろ
三度の飯も球場で食べたい！
という野球愛あふれるマンガ家・渡辺保裕氏が作画を
担当したWeb 連載が、ついにコミックになって登場！

松坂世代、それから
矢崎良一
（やざき・りょういち）
著
インプレス

平成の怪物・松坂大輔を筆頭に、野球界を牽引してきた「松坂世代」。そんな最
強世代も不惑を迎えた。野球、仕事、家族、仲間…そして人生。16名の知られざ
る人間ドラマに迫るノンフィクション。

*1032464513*
スポーツ、体育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎ 件名◎野球 ヤマ 509p
冊子版 978-4-295-00988-7 2020.08

*1032464515*
野球を裏切らない 負けないエース斉藤和巳

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎783.7 件名◎斉藤和巳 モヤサ
わずか4年で64勝を挙げた、負けないエース・斉藤和巳。数多くいるエースの中で、 343p
彼は何が違ったのか ? 両親、恩師、後輩などの証言をもとに、今まで語られること 冊子版 978-4-295-00626-8 2019.06

元永知宏
（もとなが・ともひろ）
著
インプレス

のなかったエピソードを余すことなく紹介する。

*1031338952*
世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法

スコア -20飛距離 +50 〈ブルーバックス B-2089〉
板橋繁
（いたばし・しげる）
著
講談社

日本人ゴルファーの99% が間違ったスイングをしている! 日本人が誤解しやすいポイ
ントをまとめ、世界標準のグリップからスイング、フィニッシュまでを写真入りで解説する。
動画等を閲覧できるQRコードあり。
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スポーツ、体育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎783.8 件名◎ゴルフ イセ 285p
冊子版 978-4-06-515214-0 2019.04
DL不可 EPUB

*1031408653*

だれでもどこでも泳げるようになる! 水泳大全
鈴木大地
（すずき・だいち）
編著
東洋館出版社

藤本秀樹
（ふじもと・ひでき）
編著

鈴木大地をはじめ世界の水泳界をリードする執筆陣による水泳テキストの決定版。
クロール、平泳ぎなどの基本4泳法に加え、安全水泳、水中ウォーキング、水球、
パラ水泳などについてイラストとともに解説する。

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎785.2 件名◎水泳 ■ダ 324p
冊子版 978-4-491-03577-2 2018.10
DL不可 EPUB

*1032353029*
健康・スポーツ科学における運動処方としての水泳・水中運動
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

佐藤進
（さとう・すすむ）
ほか編著

水泳・水中運動と健康づくりに関する科学的・学術的見地から実践的内容までを盛
り込んだテキスト。水泳・水中運動が身体にもたらす効果や、目的別運動処方の
実際などを解説するほか、役立つアクアギアも紹介する。

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎785.2 件名◎水泳 ■ケ 225p
冊子版 978-4-7644-1175-3 2016.09

*1031843657*
「森の演出家」がつなぐ森と人 五感を解き放つとっておきの自然体験
土屋一昭
（つちや・かずあき）
著
化学同人

多摩の古民家を拠点に、様々な自然体験プログラムを通して人を元気にする活動
を続けている「森の演出家」土屋一昭。自身のこれまでの歩みを振り返るとともに、
その仕事について解説。独自に確立した「五感メソッド」も紹介。

スポーツ、体育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎786 件名◎野外活動 ツモ 157p
冊子版 978-4-7598-2012-6 2019.11

*1031274442*
今すぐ身につけたいサバイバルテクニック

遭難・災害…キミは生き残ることができるか ?
かざまりんぺい著 えびなみつる著
誠文堂新光社

アウトドアの達人・りんぺい先生とエビ君が、無人島で生きていくためのさまざまな
技や知恵、さらに、災害が起きても生き残る・生きのびるための技術を紹介します。
月刊誌『子供の科学』連載を大幅に加筆し再構成して書籍化。

生死を分ける、山の遭難回避術 実例に学ぶリスク対策の基礎知識

スポーツ、体育
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎ K786 件名◎野外活動 カイ 222p
冊子版 978-4-416-21118-2 2011.07

*1031629276*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎786.18 件名◎登山－遭難 ハセ
山岳遭難の第一人者による、遭難回避の入門書。実際に起きた事故事例を取り上 159p
げ、同様の事故を繰り返さないためにはどうしたらいいのかを、わかりやすい写真＆ 冊子版 978-4-416-61642-0 2017.04
羽根田治
（はねだ・おさむ）
著
誠文堂新光社

イラストで解説する。

*1032326698*
房總大相撲人國記
谷口公逸
（たにぐち・こういつ）
著
彩流社

江戸～昭和の各時代に活躍した房総（千葉県）出身の力士たちをめぐる相撲研
究書。「足で書く」をモットーとする著者が生家・子孫・墓所などを訪ね、関係者
から話を聞いてまとめた逸話が満載。『房日新聞』連載を単行本化。

スポーツ、体育
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎788.1 件名◎力士 タボ 513p
冊子版 978-4-7791-2610-9 2019.10

*1031272497*
古武道入門 ―達人たちの《言葉》を身体化する!―
（オフサ
イド・ブックス 34）
日野 , 晃
彩流社

武蔵、一刀斎、白井亨といった達人たちを知るには、「身体」でたどる以外に道は
ない。道標としては、彼らの「言葉」にしか手がかりはないのだ。しかし、それを
曲解した動きの稽古をしても意味はない。自分という「頭」を含んだ身体が、その
痕跡を復元できなければ、「境地」が見えないのだ。

スポーツ、体育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-914-4

2004

*1030945523*
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東海大流柔道勝利のメソッド 世界レベルの選手を多数輩出す

る指導者が教える試合運びを劇的に変える考え方と技術の身につけ方
上水研一朗
（あげみず・けんいちろう）
著
誠文堂新光社

東海大学男子柔道部は、世界を相手に戦う柔道家を多数輩出している。柔道部を
率いる上水監督が提唱する理論や現代柔道に必要な考え方、そして試合で結果を
出すために行うべき練習方法などを解説する。

オリンピックと放送（丸善ライブラリー23）

スポーツ、体育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎789.2 件名◎柔道 アト 191p
冊子版 978-4-416-51941-7 2019.08

*1031629298*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
オリンピックは電波を通して様々のドラマを世界に送り出してきた。アナウンサーとし 冊子版 978-4-621-05023-1
西田 , 善夫
丸善出版

て第一線で活躍する著者が、ラジオに耳をあてながらヘルシンキ・オリンピックを
聞いた高校時代から、長野開催決定までの40年にわたるオリンピック放送の体験
を通して、その時々の世相、選手たちの素顔、放送の失敗談や苦労話などを、マ
イクを筆にかえて読者に伝える。

コードでチャレンジ!マインクラフトプログラミング 〈ぼうけんキッズ〉

1991

*1030815362*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
世界中で大人気のゲーム「マインクラフト」を使って、楽しみながらプログラミン ンピュータ）■コ 159p
グを学ぼう! いろいろなクエストにチャレンジすることで、コードを入力したプログラ 冊子版 978-4-7981-5505-0 2018.03
Tech Kids School 著 キャデック編・著
翔泳社

ミングが体験できて、論理的思考力と創造力が養える本。

*1031579492*
子どもから大人までスラスラ読めるJavaScript ふりがな
Kidsプログラミング ゲームを作りながら楽しく学ぼう!

諸芸、娯楽

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
LITALICOワンダー監修 リブロワークス文
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
インプレス
ンピュータ）■コ 223p
ゲームを作りながら楽しく学ぼう! スクリプトに日本語の意味を表す「ふりがな」を振り、 冊子版 978-4-295-00783-8 2019.11

さらに文章として読める「読み下し文」を付してJavaScriptのプログラミングを解説。
サンプルプログラムはダウンロード可能。

〈写真集〉永久不滅のレトロスペース モノをして語らしめよ!
ムトー清次
（むとー・せいじ）
写真
彩流社

北野麦酒
（きたの・ばくしゅ）
文

札幌市西区にある私設博物館「レトロスペース・坂会館」。1994年から館長の私
費で運営され、展示品についての説明は一切なく、展示されているものは昭和のも
のだけ。その収蔵物を豊富な写真で紹介する。

*1031137151*
諸芸、娯楽
同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎790 件名◎収集
（趣味）ムシ 1冊
冊子版 978-4-7791-2507-2 2018.07

*1031164245*
香道の文化史 〈歴史文化ライブラリー 499〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎792.021 件名◎香道－歴史 ホコ
中世日本で花開いた香道。香木の香りを鑑賞し、違いを聞き分けて楽しむ芸道の 223p
源流を探り、香文化の発展に関わった人々の姿を浮き彫りにする。また、贈答品と 冊子版 978-4-642-05899-5 2020.05
本間洋子
（ほんま・ようこ）
著
吉川弘文館

して使用され、政治的役割を担った側面も描く。

*1031814487*
山田式最速で上達する詰碁 〈囲碁人文庫シリーズ〉
山田規三生
（やまだ・きみお）
著
マイナビ

思わず解いてみたくなる実戦形から、千変万化の妙手順が飛び出す、山田規三生
九段による詰碁問題集。「黒先白死」の問題を、CランクからAランクまでに分け
て200題収録する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,547円 + 税
同時アクセス3 8,868円 + 税
分類◎ B795 件名◎囲碁 ヤヤ 410p
冊子版 978-4-8399-5455-0 2015.01

*1031115615*
24

石の方向養成トレーニング 〈囲碁人文庫シリーズ〉
マイケル レドモンド著
マイナビ

中盤で不利になるのは、序盤の石の方向が悪かった、という場合がほとんど。序盤
巧者になるための6つのポイントを、レドモンド九段が伝授する。基礎的な考え方
から反復練習まで、布石の直観を養うトレーニングプログラム。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,547円 + 税
同時アクセス3 8,868円 + 税
分類◎ B795 件名◎囲碁 レイ 398p
冊子版 978-4-8399-5456-7 2015.02

*1031115616*
爽快 ! 勝ち筋さがし 〈囲碁人文庫シリーズ〉
大橋拓文
（おおはし・ひろふみ）
著
マイナビ

初級者から高段者まで、棋力に応じた楽しみ方ができ、ぐんぐん棋力が伸びる囲碁
問題集。黒番で、手筋が2ケ所にある問題100題を収録。手筋をさがすことを繰り
返し練習できる。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,547円 + 税
同時アクセス3 8,868円 + 税
分類◎ B795 件名◎囲碁 オソ 420p
冊子版 978-4-8399-5415-4 2015.03

*1031115617*
これからの相矢倉 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
畠山鎮
（はたけやま・まもる）
著
マイナビ

相矢倉戦においてプロ間で最もよく指されている3七銀戦法について、畠山鎮七段
が徹底解説。現時点の矢倉定跡の結論に限らず、矢倉の歴史、最先端の研究
手順、課題局面に対する見解にまで言及する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 ハコ 222p
冊子版 978-4-8399-5439-0 2015.01

*1031115605*
とっておきの穴熊退治 銀冠で勝つ ! 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
佐藤秀司
（さとう・しゅうじ）
著
マイナビ

ファンの間で根強い人気がある戦法「振り飛車穴熊」に対する「銀冠」を、著者
の知識と経験に基づいてわかりやすく解説。自戦解説やコラムも収録。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 サト 237p
冊子版 978-4-8399-5520-5 2015.04

*1031115610*
ひと目の角換わり 〈マイナビ将棋文庫 SP〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 3,025円 + 税
同時アクセス3 7,562円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 ナヒ 374p
攻めの基本である棒銀、角換わりならではの形である早繰り銀、そして花形である 冊子版 978-4-8399-5459-8 2015.02

長岡裕也
（ながおか・ゆうや）
著
マイナビ

腰掛け銀。それぞれの重要定跡の全てを180問にまとめ、「定跡ナビゲーター」に
よる妥協なき解説とともに収録する。各問題にチェック欄あり。

*1031115613*
わかる! 勝てる!! 急戦矢倉 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
真田圭一
（さなだ・けいいち）
著
マイナビ

急戦矢倉は奥が深く、本格的な相矢倉に引けを取らない戦法。5三銀右急戦、右
四間飛車、超急戦棒銀、矢倉中飛車など、代表的な戦法とその形、手順を紹介する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 サワ 246p
冊子版 978-4-8399-5546-5 2015.03

*1031115609*
わかる! 勝てる!! 現代相振り飛車 〈マイナビ将棋 BOOKS〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 タワ 238p
角道を止めずに戦う新時代の相振り飛車を伝授。指し手の動きを矢印で示しながら、 冊子版 978-4-8399-5469-7 2015.02

高崎一生
（たかざき・いっせい）
著
マイナビ

勝つための考え方や指し手のポイントをわかりやすく解説する。覚えておきたい一手
を巻末で出題する。チェック欄あり。

*1031115607*
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羽生と渡辺 新・対局日誌傑作選 〈マイナビ将棋 BOOKS〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 カハ 238p
羽生七冠前夜から渡辺デビューまで、将棋界の“その時 ”を当時の「新・対局日誌」 冊子版 978-4-8399-5473-4 2015.03

河口俊彦
（かわぐち・としひこ）
著
マイナビ

で振り返る。『将棋世界』連載「新・対局日誌」から一部を抜粋し再編集。

*1031115608*
解いて役立つ5手詰200問 〈将棋連盟文庫〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 7,837円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 ナト 414p
『将棋世界』連載「実戦に役立つ5手7手詰」から5手詰の問題を200問厳選して、 冊子版 978-4-8399-5503-8 2015.03
中田章道
（なかだ・しょうどう）
著
日本将棋連盟 マイナビ
（発売）

解説とともに収録。50問ごとの正解数と5問ごとのタイムトライアルの2つの方法で
棋力が分かる。全問題チェック欄付き。

*1031115614*
久保＆菅井の振り飛車研究 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
久保利明
（くぼ・としあき）
著
マイナビ

菅井竜也
（すがい・たつや）
著

互いの実力を認め合う2人のカリスマ、久保利明九段と菅井竜也五段が、ときに同
調し、ときに対立。居飛車対振り飛車の、主に序中盤をテーマに、22テーマを熱く
語る!

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 クク 237p
冊子版 978-4-8399-5436-9 2015.01

*1031115606*
現代振り飛車はこう指せ ! 振り飛車党必読 !

〈マイナビ将棋 BOOKS〉
佐々木慎
（ささき・まこと）
著
マイナビ

振り飛車党の佐々木慎六段の実戦集。昇級を決めたC 級1組順位戦から7局をピッ
クアップした自戦記を掲載するとともに、順位戦で使った戦法の中から3つを取り上
げてミニ講座として解説する。

終盤が強くなる 1手・3手必至 〈マイナビ将棋文庫〉

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 サゲ 222p
冊子版 978-4-8399-5458-1 2015.01

*1031115604*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 7,837円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 タシ 390p
将棋の初級・中級者が「必至」になじめるよう、変化の少ない考えやすい問題を 冊子版 978-4-8399-5435-2 2015.01

武市三郎
（たけいち・さぶろう）
著
マイナビ

掲載した、「終盤が強くなる」1手・3手必至集。実戦的思考が身に付く180題を収
録する。

*1031115611*
将棋・必殺の決め手 〈マイナビ将棋文庫〉
週刊将棋編
マイナビ

『週刊将棋』掲載の「段・級位認定次の一手」の問題から初段クラス以下の「決
め手」を答える185問を厳選収録。初心者でも解けるよう、全ての問題に選択肢を
用意し、手筋や形が自然と身に付く。チェック欄あり。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 7,837円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 ■シ 398p
冊子版 978-4-8399-5547-2 2015.04

*1031115612*
振り飛車穴熊の最終進化
広瀬章人
（ひろせ・あきひと）
著
日本将棋連盟 マイナビ
（発売）

最強の敵・居飛車穴熊にどう対抗するか ? トップ 棋士・広瀬章人八段による振り飛
車穴熊の最新講座。角道を止める振り飛車穴熊の可能性を示す。チェック欄あり。
『将棋世界』連載を加筆・修正し、再構成して単行本化。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 ヒフ 222p
冊子版 978-4-8399-5518-2 2015.03

*1031115603*
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滝沢和典の麻雀読みの公式 〈日本プロ麻雀連盟 BOOKS〉
滝沢和典
（たきざわ・かずのり）
著
マイナビ

役を読む、高さを読む、テンパイを読む。56の公式で面白いほど手牌が読める!「読
み」のスペシャリスト・滝沢プロが、実戦譜を用いてその技を伝授する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,097円 + 税
同時アクセス3 10,243円 + 税
分類◎797.5 件名◎麻雀 タタ 222p
冊子版 978-4-8399-5468-0 2015.02

*1031115618*
micro：bit ゲームプログラミング 親子で一緒につくろう!

〈ぼうけんキッズ〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
橋山牧人
（はしやま・まきと）
著 澤田千代子
（さわだ・ちよこ）
著
分類◎ K798.5 件名◎ゲームソフト ハマ
翔泳社
135p
教育用コンピューター「micro：bit」で5つのゲームをつくりながら、プログラミン 冊子版 978-4-7981-5843-3 2019.01

グや身の回りのコンピューターに関する知識が身につく入門書。サンプルプログラ
ムのダウンロードサービス付き。

uGUIではじめるUnity UI デザインの教科書

*1031579497*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 8,195円 + 税
同時アクセス3 20,487円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト イユ
Unity の新 UIシステムを網羅的に解説し、モバイルアプリケーションでよく利用さ 389p
れるUI やネイティブプラグインの実践的な制作方法を説明。UI 制作に使える便利 冊子版 978-4-8399-5640-0 2015.08
岩井雅幸
（いわい・まさゆき）
著
マイナビ

なアセットやツールも紹介する。Unity5対応。

*1031115548*
Unity5+Live2Dノベル＆アドベンチャーゲーム開発講座

キャラクターが動く! 喋る! ゲーム開発のコツが満載
〈SMART GAME DEVELOPER〉
栗坂こなべ
（くりさか・こなべ）
著
翔泳社

Unity5とLive2D、そしてノベルゲームエンジン「ジョーカースクリプト」「ティラノ
ビルダー」「宴」を利用して、ノベル＆アドベンチャーゲームを作成する手法を解
説する。Web からサンプルをダウンロードできる。

Unity5ゲーム開発レシピ ハマるゲーム制作のノウハウ

諸芸、娯楽
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト クユ
319p
冊子版 978-4-7981-4395-8 2016.03

*1031579477*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト バユ
Unity5を利用したハマるゲーム作りのコツをまとめたTIPS 集。キャラクター制御の 503p
コツ、レベルデ ザイン、エフェクトの利用方法など、ゲーム開発現場で役立つノ 冊子版 978-4-7981-4303-3 2016.01
BATA
（ばーた）
著 まつだす著
翔泳社

ウハウが満載。

*1031579476*
ゲームプログラミング C++

諸芸、娯楽

同時アクセス1 16,610円 + 税
同時アクセス3 33,330円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト マゲ
C++を不自由なく使えるレベルの人を主な対象とした、ゲームプログラミングのテ 505p
キスト。実際のゲーム開発者が使っている数多くのテクノロジーやシステムの内部 冊子版 978-4-7981-5761-0 2018.12
Sanjay Madhav 著
翔泳社

吉川邦夫
（よしかわ・くにお）
訳

に潜り込み、本当に動くコードの実装に重点を置いて解説する。

DL不可 EPUB

*1031579519*
ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版

諸芸、娯楽

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト ニゲ
リアルタイム3Dグラフィックスの基礎知識から、テレビアニメでも活用されるトゥーン・ 448p
シェーディング技術まで、画面ショットとイラストを使って完全解説。
冊子版 978-4-295-00786-9 2019.12
西川善司
（にしかわ・ぜんじ）
著
インプレス

*1032464493*
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このレトロゲームを遊べ ! ゲーム機 / アーケードゲーム / パソコン

〈impress mook〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 5,874円 + 税
同時アクセス3 11,748円 + 税
インプレス
分類◎798.5 件名◎テレビゲーム ■コ
1980年代～90年代の名作ソフト＆ハードが集結 ! 今、楽しめる名作100本超のほか、 196p
レトロゲームセンター、ゲームミュージック、キーマンたちのトークなど、幅広い話題 冊子版 978-4-295-00615-2 2019.06

を収録する。電子版のダウンロードサービス付き。

*1031338946*
モンスターハンター超生物学

モンスターvs 生物のスペシャリスト 〈impress mook〉

川上和人
（かわかみ・かずと）
ほか考察・執筆
インプレス

知られざるモンスターの生態とは ? 「モンスターハンター：ワールド」「モンスターハ
ンター：アイスボーン」に登場するモンスター20種について、鳥類・魚類・哺乳類・
爬虫類の専門家が徹底考察する。

レベルデザイン徹底指南書 アプリ＆ゲームプランナー必読 !

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト ■モ
127p
冊子版 978-4-295-00815-6 2020.01

*1032464510*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト オレ
ゲームの面白さの心臓部「レベルデザイン」にスポットをあてた本。レベルデザイ 247p
ンの構成要素からRPG、格闘ゲーム、ソーシャルゲームでの具体例まで、現役プ 冊子版 978-4-7981-4518-1 2016.12
大久保磨
（おおくぼ・おさむ）
著
翔泳社

ランナーがその本質と重要ポイントを解説。チェックシートつき。

*1031579484*
楽しく学ぶ Unity2D 超入門講座 2D ゲームを作ろう!

諸芸、娯楽

同時アクセス1 7,397円 + 税
同時アクセス3 18,493円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト モタ
Unity の超初心者が2Dゲームを作るための入門書。「いつ、何をするのか ?」とい 303p
う視点でスクリプトを作ることで、
「考える力」と「作る力」が身につく。サンプルファ 冊子版 978-4-8399-6676-8 2019.02
森巧尚
（もり・よしなお）
著
マイナビ出版

イルのダウンロードサービス付き。

*1031115582*
12歳からはじめるゼロからの C 言語 ゲームプログラミング
教室 Visual Studio Community 2019対応 Windows 8.1/10対
応

最新版

リブロワークス著
ラトルズ

学習支援ツール「グラフィカルコンソール」を使用してミニゲームを作りながら、C
言語の基礎を楽しく覚えられるテキスト。サンプルファイルはダウンロードできる。
VSC2019、Windows8.1/10対応。

ゲームを改造しながら学ぶ Scratchプログラミングドリル

プロのゲームクリエイターが伝授 ! 考えて遊んで面白くするゲーム作り
の思考法
アソビズム著
誠文堂新光社

プログラミング学習用言語「Scratch」で未完成のゲームデータ（プロトタイプ）
を改造（ハッキング）することで、楽しくプログラミングの要素を学ぶ。論理的思
考力が身につく。Scratch3.0対応。
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諸芸、娯楽
同時アクセス1 6,242円 + 税
同時アクセス3 9,363円 + 税
分類◎〈798.5〉 件名◎ゲームソフト ■ジ
295p
冊子版 978-4-89977-506-5 2020.07

*1032019494*
諸芸、娯楽
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎〈K798.5〉 件名◎ゲームソフト ■
ゲ 287p
冊子版 978-4-416-52095-6 2020.07

*1032326715*

